
※就業場所が新庄所管内（新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村）の求人情報を掲載しております。

※詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方は、ハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

※パートタイムの賃金は時給表示です。

※掲載後、採用内定などで取り消しになる場合がありますのでご了承願います。

※求人はハローワークで簡単に検索できます。ハローワークインターネットサービスで求人情報等提供を行っておりますのでご活用ください。

職　種 年齢 賃金 就業時間 求人数・休日

152,320  9:00～19:00

～

0233-22-8900 180,000 木他

135,000  8:30～17:30

～

 9:00～18:00

0233-22-6560 145,000  8:30～13:30 日祝他

160,000  8:00～17:00
～

21:00～ 6:00

0233-28-0162 180,000 日他

150,000  8:30～17:30

～

0233-22-4245 180,000 土日祝他

170,000  8:00～17:00

～

0233-23-1319 280,000 土日祝

170,000  8:30～17:15

～

0233-22-0898 220,000 日祝他

216,000  8:00～17:00

～

0233-25-2618 312,000 日他

200,000  8:30～17:15

～

070-2022-4909 210,000 他

190,000  8:30～17:15

～

070-2022-4909 210,000 土日祝他

190,000  8:00～17:00

～

 5:00～12:00

0233-32-1571 190,000 他

194,400  8:00～17:00

～

0233-32-3131 259,200 日祝他

145,000  8:30～17:30

～

0233-25-2376 145,000 日祝他

149,760  9:00～19:00

～

0233-29-4368 200,000 他

155,000  8:00～17:00

～

0233-23-3110 250,000 日他

140,000  8:00～17:00

～

 9:30～18:30

0233-23-1251 161,000  7:00～16:00 日他

140,000  9:00～19:00

～

0233-32-0755 151,000 水日祝

245,047 15:00～ 0:00

～

18:00～23:00

0422-36-6788 438,139 20:00～ 5:00 他

160,000  8:30～17:30

～

 9:00～17:00

0237-85-3551 204,000 日祝他

154,000  8:20～17:25

～

0233-55-3952 165,000 日祝他

139,040  8:00～17:20

～

0233-55-3055 140,800 他

勤務場所：鮭川村   
免許資格：不  問

正社員 06050- 3138691 従業員数 4人

1人
勤務場所：鮭川村   
免許資格：不  問

正社員 06050- 3160091 従業員数 21人
熊谷ナメコ生産所　　熊谷佳之 鮭川村大字中渡１６１６－２ なめこ栽培・

収穫作業 不問
1人

正社員 04010-73677691 従業員数 7人
株式会社　アラキ製甲 鮭川村大字川口２９５３－３ 靴縫製、貼付

加工 不問

免許資格：不  問

正社員 13170-54646591 従業員数 15人
ヤンマーアグリジャパン　株式会
社　東北支社

仙台市若林区六丁の目西町８
－１　斎喜センタービル１階

技術／営業
45歳
以下

2人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不
可）

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

正社員 06050- 3132891 従業員数 6人
株式会社　モンテローザフーズ 東京都武蔵野市中町１－１７－３

６．モンテローザ三鷹本社ビル

正社員店舗スタッフ
（丹波黒どり農場
新庄西口駅前店）

18歳
～44
歳

1人
勤務場所：新庄市   

2人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許　危険物取扱
者丙種又は乙種あれば尚可

正社員 06050- 3134591 従業員数 3人
みちのく政宗　デンタルクリニッ
ク

新庄市五日町字清水川１２９２
－１　イオンタウン新庄ＳＣ内

歯科助手兼
受付 不問

1人

正社員 06050- 3135191 従業員数 10人
有限会社　新庄石油 新庄市金沢字谷地田１２８６－

３
ガソリンスタン
ド業務

40歳
以下

免許資格：不  問

正社員 06050- 3136091 従業員数 0人
株式会社　最上総建 新庄市大字鳥越字南山字山

神沢２７３７－１

加工・組立工・機械
設計・電気設計・生
産管理 不問

2人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

正社員 06050- 3140891 従業員数 37人
健友館　はら整体院 新庄市金沢字前野２０１９－４ 整体師［見習

可］ 不問
2人

勤務場所：新庄市   

3人
勤務場所：新庄市  最上郡 
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不
可）中型免許　必須

正社員 06050- 3141291 従業員数 12人
有限会社　サニー電子 新庄市大字萩野（仁田山）１６３

－１
製造工

不問
3人

正社員 06050- 3142591 従業員数 3人
有限会社　丸産機興 舟形町舟形１５０４－２ 一般土木作

業員 不問

免許資格：看護師又は准看護師
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

正社員 06050- 3145391 従業員数 2人
株式会社　オールアグリ 新庄市大字本合海字上野　１８

０７－３９４
鶏舎管理及
び飼育業務 不問

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不
可）大型免許あれば尚可

有限会社　笹原製作所 新庄市福田２２９－１ 精密部品加
工・旋盤 不問

1人
勤務場所：新庄市   

1人
勤務場所：新庄市   

勤務場所：新庄市   
免許資格：理学療法士又は作業療法士

正社員 06050- 3146691 従業員数 2人
コウ・アーユス　株式会社 鮭川村大字中渡１１５９－４ 看護師・准看護師

［訪問看護ステー
ション］ 不問

2人
勤務場所：新庄市   

3人
勤務場所：新庄市  山形市 米沢市
免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 3147991 従業員数 25人
コウ・アーユス　株式会社 鮭川村大字中渡１１５９－４ 理学療法士又は作

業療法士［訪問看護
ステーション］ 不問

2人

免許資格：理容師

正社員 06050- 3175291 従業員数 0人
株式会社　ライフ・サポート　よ
つば調剤薬局

新庄市大手町２番８号 医療事務
不問

1人

正社員 06050- 3149791 従業員数 14人
株式会社　ピーシーカトー 新庄市萩野７５３－１ 型枠大工又は

一般土工【急
募】

不問

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 3154691 従業員数 7人
白谷ボデー　株式会社 新庄市鳥越２８６６－１３ 自動車整備

等（正社員） 不問
1人

勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許
自動車整備３級以上

理容師
不問

1人
勤務場所：新庄市   

勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不
可）

正社員 06050- 3155991 従業員数 14人

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

次回の週刊求人情報の発行日は11月19日（火）の予定です。

事業所名 所在地 備　　　考
ＨａｉｒＳａｌｏｎ～なごみ～ 新庄市金沢２１６８－４

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）

正社員 06050- 3156491 従業員数 55人
株式会社　小野商会 新庄市本町１番２号 営業

不問
2人

令和 元 年 11 月 12 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（11月5日～11月8日受理分）

毎週火曜日発行
新庄公共職業安定所

面接にはハローワークの紹介状が必要です
〒９９６－００１１　新庄市東谷地田町６－４

月曜日が休日の場合は水曜日発行 ＴＥＬ０２３３（２２）８６０９

正社員 06050- 3165791 従業員数 7人
東洋ワークセキュリティ　株式会
社　新庄営業所

新庄市城西町３－３６　ツインス
テーシＮ棟１Ｃ号室

業務職［警
備・労務管
理・事務］

18歳
以上

必要な免許・資格・経験等表示されないもの、応募状況により募集が終了している場合があります。応募の際はハローワークへご相談ください。 1



職　種 年齢 賃金 就業時間 求人数・休日事業所名 所在地 備　　　考
230,000  8:00～17:00

～

0233-23-5077 276,000 日他

181,000  6:00～15:00

～

10:30～19:30

022-221-8223 233,800 他

155,000  5:30～15:00

～

 8:30～17:30

022-221-8223 240,000 10:30～19:30 他

158,400  8:30～22:00

～

の間の

023-631-8880 264,000 8時間以上 他

194,400  8:00～17:00

～

0233-23-7944 224,640 土日他

146,160  8:30～17:15

～

0233-29-1255 171,360 土日祝他

160,000  8:30～17:15

～
0233-22-0898 210,000 日祝他

150,500  8:00～17:00

～

21:00～ 6:00

0233-28-0162 159,100 日他

136,950  7:30～16:00

～

 8:25～16:55

0233-23-2696 136,950 15:10～ 0:20 他

142,800  8:15～17:15

～

0233-23-5555 162,960 日他

149,000  8:30～17:10

～

0233-23-7620 149,000 土日祝他

193,500  7:30～16:30

～

023-685-6066 193,500 日祝他

225,000  8:00～16:45

～

285,000 土日祝他

237,000  8:30～17:15

～

022-291-3810 442,000 土日祝他

154,612  5:00～14:00

～

10:30～19:30

022-221-8223 162,750 他

138,337  5:00～14:00

～

10:30～19:30

022-221-8223 162,750 他

154,612  5:30～15:00

～

10:30～19:30

022-221-8223 162,750 他

162,750  5:30～15:00

～

10:30～19:30

022-221-8223 162,750 他

139,200  8:00～17:00

～

0237-53-0886 139,200 土日祝

152,100  8:30～17:15

～

0233-52-2915 152,100 土日祝他

132,246  8:00～17:00

～

0234-43-8629 142,290 月他

126,400  8:00～17:15

～

0233-52-2015 126,400 土日祝

138,600  8:00～17:00

～

0234-43-8629 155,925 他

146,475  5:30～15:00

～

10:30～19:30

022-221-8223 162,750 他

162,750  5:30～15:00

～

10:30～19:30

022-221-8223 179,025 他

免許資格：調理師免許

その他 04010-73247291 従業員数 7人

勤務場所：戸沢村   
免許資格：不  問

その他 04010-73248591 従業員数 7人
日清医療食品　株式会社　仙
台支店

仙台市青葉区一番町１丁目９
－１　仙台トラストタワー２３階

調理師
不問

1人
勤務場所：戸沢村   

1人
勤務場所：最上町   
免許資格：不  問

その他 06050- 3162691 従業員数 2人
日清医療食品　株式会社　仙
台支店

仙台市青葉区一番町１丁目９
－１　仙台トラストタワー２３階

調理員
不問

1人

その他 06050- 3137391 従業員数 9人
株式会社　大商金山牧場　米の
娘ファーム

金山町大字下野明字下野明
向９５５－１

牛舎管理、飼
育［最上町］ 不問

免許資格：不  問

その他 06050- 3163991 従業員数 6人
有限会社　たくみまさの 金山町大字金山６３７－４ 【臨時】木製

品職工　～
２ヶ月間

不問
1人

勤務場所：金山町   
免許資格：普通自動車免許

勤務場所：金山町   
免許資格：不  問

その他 06050- 3178091 従業員数 15人
株式会社　大商金山牧場　米の
娘ファーム

金山町大字下野明字下野明
向９５５－１

製造及び販売
［金山町：『米
の娘家』］

不問
1人

勤務場所：金山町   

1人
勤務場所：舟形町   
免許資格：不  問

その他 06070- 4652591 従業員数 1人
町立金山診療所 金山町大字金山５４８－２ ［臨時］看護

補助　～２年３
月３１日まで

不問
1人

その他 04010-73202791 従業員数 8人
株式会社　マイセルフ 東根市中央二丁目１２－７ （派）工場内

施設の清掃業
務

不問

免許資格：不  問

その他 04010-73203891 従業員数 9人
日清医療食品　株式会社　仙
台支店

仙台市青葉区一番町１丁目９
－１　仙台トラストタワー２３階

調理師
不問

1人
勤務場所：舟形町   
免許資格：調理師免許

勤務場所：舟形町   
免許資格：調理師免許

その他 04010-73207091 従業員数 8人
日清医療食品　株式会社　仙
台支店

仙台市青葉区一番町１丁目９
－１　仙台トラストタワー２３階

調理員
不問

1人
勤務場所：舟形町   

1人
勤務場所：舟形町   
免許資格：不  問

その他 04010-73208391 従業員数 8人
日清医療食品　株式会社　仙
台支店

仙台市青葉区一番町１丁目９
－１　仙台トラストタワー２３階

調理師
不問

1人

その他 04010-72901791 従業員数 29人
日清医療食品　株式会社　仙
台支店

仙台市青葉区一番町１丁目９
－１　仙台トラストタワー２３階

調理員
不問

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

その他 04010-72969891 従業員数 4人
日本振興　株式会社　東北支
店

仙台市宮城野区榴岡４丁目３
－１０　仙台ＴＢビル４階

電気技術者
不問

3人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）必須　※電気工事施

工管理技士（２級以上）、第一・二種電気工事士、第一・二・三種

電気主任技術者・電気通信主任技術者のいずれか持っていれ

ば優遇

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

その他 06010-24320291 従業員数 4人
株式会社　トラスト・テック　仙台
オフィス

仙台市宮城野区榴岡３丁目４
－１　アゼリアヒルズ２階

電子部品の設
計業務

59歳
以下

2人
勤務場所：新庄市   

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

その他 07040-21782891 従業員数 6人
株式会社　エフエス二十一 山形市大字漆山字東８５４番地 配送作業助

手（アルバイ
ト）

不問
1人

その他 06050- 3128391 従業員数 81人
東北アルフレッサ株式会社 郡山市喜久田町卸１－４６－１ 商品管理業

務（新庄市）
／新庄支店

不問

免許資格：不  問

その他 06050- 3129691 従業員数 45人
株式会社　マスコエンジニアリン
グ

新庄市大字福田字福田山７１１
－５７

［契約社員］
製造作業員 不問

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

勤務場所：新庄市  村山市 寒河江市

免許資格：不  問

その他 06050- 3130491 従業員数 55人
株式会社　ジェイアールテクノ
サービス仙台　新庄営業所

新庄市多門町１－４９（ＪＲ新庄
駅運転区構内）

清掃作業員
18歳
以上

1人
勤務場所：新庄市   

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許

その他 06050- 3148491 従業員数 14人
東洋ワークセキュリティ　株式会
社　新庄営業所

新庄市城西町３－３６　ツインス
テーシＮ棟１Ｃ号室

警備スタッフ
18歳
以上

3人

その他 06050- 3153391 従業員数 66人
白谷ボデー　株式会社 新庄市鳥越２８６６－１３ 自動車整備

等見習（契約
社員）

不問

免許資格：普通自動車免許

その他 06050- 3174891 従業員数 13人
山形県　最上総合支庁　保健
福祉環境部

新庄市金沢字大道上２０３４ ［臨時］一般事務
元年１２月３日～２年
３月３１日迄 不問

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

勤務場所：山形市  天童市 新庄市
免許資格：普通自動車免許

その他 06010-24267591 従業員数 400人
ＡＬＳＯＫ　山形管財　株式会社
新庄営業所

新庄市金沢字中村１２５９－２ 交通誘導警
備員

18歳
以上

5人
勤務場所：新庄市   

1人
勤務場所：戸沢村   
免許資格：栄養士免許

正社員 04010-73242691 従業員数 7人
株式会社　ヤマザワ 山形市あこや町３丁目８－９ 【準社員】販

売職（山形県
内エリア）

不問
3人

正社員 04010-73245791 従業員数 7人
日清医療食品　株式会社　仙
台支店

仙台市青葉区一番町１丁目９
－１　仙台トラストタワー２３階

栄養士
59歳
以下

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不
可）

正社員 06050- 3133291 従業員数 2人
日清医療食品　株式会社　仙
台支店

仙台市青葉区一番町１丁目９
－１　仙台トラストタワー２３階

調理師
59歳
以下

1人
勤務場所：戸沢村   
免許資格：調理師免許

株式会社　大蔵産業 新庄市十日町１５７６－１ 砕石プラントの
管理及び場内
保守管理

64歳
以下

1人
勤務場所：大蔵村   

必要な免許・資格・経験等表示されないもの、応募状況により募集が終了している場合があります。応募の際はハローワークへご相談ください。 2



職　種 年齢 賃金 就業時間 求人数・休日事業所名 所在地 備　　　考
850  9:00～21:00

～

の間の

0233-28-0165 850 3時間以上 他

807  9:30～17:30

～

0233-22-2111 833 他

1,121  9:45～17:15

～

0233-22-8609 1,266 土日祝他

1,091  8:30～17:15

～

0233-29-5811 1,091 土日祝他

850  9:30～15:00

～

の間の

0233-22-2606 900 2時間程度 月他

800  8:00～17:00

～

21:00～ 6:00

0233-28-0162 1,000 日他

800  9:30～15:00

～

15:00～19:30

0233-32-1536 880 他

800  9:00～18:00

～

0233-22-0911 800 他

1,030  7:00～21:00

～

の間の

0233-22-5797 1,280 1時間以上 他

800  8:20～16:00

～

1,000 水土日祝

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定：可）

パート 06030-10439991 従業員数 1人

パート 06050- 3131791 従業員数 45人
株式会社すまいるステーション 遊佐町遊佐字南田筋５３－３ 乳製品宅配（８：２０

～１６：００／週４日
間） 不問

免許資格：不  問

パート 06050- 3139991 従業員数 210人
社会福祉法人　新庄市社会福
祉協議会

新庄市五日町字宮内２４０番地
２

［１年契約］訪
問介護員 不問

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：ヘルパー２級又は介護職員初任者研
修修了者　以上普通自動車免許（ＡＴ限定可）

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06050- 3143191 従業員数 10人
株式会社　郷野目ストア 新庄市沖の町５－４２ 【臨時】パソコン入力

作業　元年１２月９日
～２５日迄 不問

2人
勤務場所：新庄市   

3人
勤務場所：新庄市  村山市 寒河江市

免許資格：不  問

パート 06050- 3157791 従業員数 58人
株式会社　ニューライフカネタ 新庄市金沢１８６３－１ 販売（新庄東

店） 不問
1人

パート 06050- 3159291 従業員数 4人
東洋ワークセキュリティ　株式会
社　新庄営業所

新庄市城西町３－３６　ツインス
テーシＮ棟１Ｃ号室

警備スタッフ
18歳
以上

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）
参照：上記の応募資格のある方

パート 06050- 3161391 従業員数 360人
キッチン　マカロニ 新庄市若葉町２２－４ 店内清掃

不問
1人

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06050- 3167291 従業員数 24人
新庄市役所 新庄市沖の町１０－３７ ［嘱託］家庭児童相

談員　～２年３月３１
日まで 不問

1人
勤務場所：新庄市   

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06050- 3176591 従業員数 360人
ハローワーク新庄（新庄公共職
業安定所）

新庄市東谷地田町６－４　新庄
合同庁舎

（臨）雇用保険
相談員（１２／
１～３／３１）

不問
1人

パート 06050- 3179391 従業員数 10人
新庄市役所 新庄市沖の町１０－３７ ［臨時］事務補

助　～Ｒ２年３
月３１日迄

不問

ほっともっと新庄バイパス店（株
式会社プレナス）

新庄市金沢１８０４－４ 調理・販売
（新庄堀端町
店）

不問
3人

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

必要な免許・資格・経験等表示されないもの、応募状況により募集が終了している場合があります。応募の際はハローワークへご相談ください。 3


